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《原　著》

冠攣縮性狭心症における心筋障害の検討

一1231－BMIPP心筋SPECTを用いて一

阿部　充伯＊

小山　靖史＊

城　　忠文＊

風谷　幸男＊

原　　裕二＊　　橋田　　啓＊

　要旨　冠攣縮性狭心症におけるi231－BMIPP心筋SPECTの有用性を検討した．冠拳縮性狭心症患者20

名に対し，安静時1231－BMIPP，運動負荷2°IT1心筋SPECTおよび左室造影を施行し，その集積程度を

定量化し，左室駆出率や局所壁運動低下との関連を検討した．i231－BMIPP集積低下は2°iTl後期像より

も高度で，局所壁運動指数や心筋虚血時期と有意な相関関係を認めた．1231－BMIPP集積低下部位は，冠

攣縮部位の75％，局所壁運動低下部位の75％に一致し，2°iTl後期像に比し高率に冠攣縮・左室壁運動

低下を検出した．冠攣縮部位にi231－BMIPP後期像で再分布を認めた症例は6例存在し，同部位の

washout・rateは他の部位より有意に低値であり，壁運動低下度も高度であった．以上より，　i2i　l－BMIPP

心筋SPECTは冠攣縮に伴う心筋障害を高率に検出でき，冠攣縮性狭心症の診断および重症度の把握に

有用である．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（核医学33：599－606，1996）

1．はじめに

　冠攣縮性狭心症においては，従来の血流トレー

サである2°i”を用いての診断および責任冠動脈の

同定率は低く信頼性を欠く1・2）．また，冠攣縮に伴

う心筋障害についてもいまだ定説はない3、8）．

　最近，1231－15－（P－iodopheny1）－3－（R，S）methyl

pentadecanoic　acid（1231－BMIPP）が臨床応用され，

心筋脂肪酸代謝からのアプローチが注目されてい

る9、15｝．

　そこで，われわれは1231－BMIPP心筋SPECTで

冠攣縮性狭心症の診断，責任冠動脈および冠攣縮

に伴う心筋障害の同定が可能か否か検討した．
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II．対　　象

　自然発症の胸痛を有し，冠動脈造影上有意狭窄

を認めず，アセチルコリン負荷により有意な冠攣

縮（心電図変化を伴う冠動脈狭窄率90％以上の冠

攣縮）が誘発され，冠攣縮性狭心症と診断された

患者20名（男性12名・女性8名，平均年齢52±

12歳）を対象とした．問診，心電図や血糖値より

心筋梗塞の既往および糖尿病を有する症例は除外

した．特に，心電図上異常Q波，陰性T波や2°ITl

心筋SPECT後期像上欠損を示す心筋梗塞合併例

は含まれていない．冠攣縮が誘発された部位数は

24枝（左前下行枝13枝，右冠動脈10枝，左回

旋枝1枝）であり，左前下行枝と右冠動脈，左前

下行枝と左回旋枝それぞれ2本の冠動脈にmul－

tipleに冠攣縮が誘発された症例数はそれぞれ3例

と1例であった．
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600 核医学　　33巻6号（1996）

m．方　　法

　冠攣縮性狭心症患者に対して，3日以上の無投

薬期間を置き，当日9時から検査を開始した．

i231－BMIPPは，安静時に148　MBqを静注し，20

分後と3時間後に1231－BMIPP心筋SPECTを施行

した．また，3日以上の間隔をあけた同時期に，

エルゴメータを用いた多段階運動負荷を行い，最

Fig．1　Five　divided　segments　in　bulrs　eye　map．　Visual

　　　interpretation　of　segmental　1231－BMIPP　and　201Tl

　　　distribution．　Bull’s　eye　image　was　divided　into　5

　　　segments．　i231－BMIPP　and　201Tl　myocardial

　　　uptake　were　visually　judged　for・4　grades　in　each

　　　segment・

大運動負荷時に2°iTl　l40　MBqを静注し，　Io分後

と3時間後に2°IT1心筋SPECTを施行した．

　心筋SPECT撮像法：1231－BMIPPも2°1”も同方

法で施行した．使用装置は低エネルギー高分解能

コリメータを装着した回転型ガンマカメラ（東芝

社製，GCA－602A／SB）で，収集は左後斜位30度

から右前斜位30度まで180度，30方向で行い，

各方向での収集時間は25秒とした．SPECTの再

構成画像は，画像処理装置GMS5500Uを用い
て，投影データから再構成を行った．

　解析方法：各症例のSPECT画像を得た後，再

構成短軸断面からbulrseye　mapを作成し，　Fig．1

に示すごとく前壁・後壁・側壁・心尖部・中隔壁

の5領域に分類した．それぞれの領域について集

積程度を正常，集積低下（軽度，中程度，高度）の

4段階に視覚的に分類した．

　次に，正常対照者20名（男性10名，女性10

名，平均年齢58±26歳）に対して，安静時1231－

BMIPPと運動負荷2°iTl心筋シンチグラフィを施

行した．標準bulrseye　mapより，集積低下部位

の領域と程度をeXtent・SCOre，　Severity　SCOreとして

算出した．t231－BMIPP後期像の再分布は，初期像

に比し，2段階以上の集積増加を認める場合を再

分布ありと判定した．
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Fig．2　Comparison　of　decreased　i231－BMIPP　and　20tTl　uptake　using　extent　score　and　severity

　　　score．　Each　bar　represents　mean　and　one　standard　deviation．　The　extent　and　severity

　　　score　in　resting　image　with　i231－BMIPP　were　significantly　larger　than　in　delayed　image

　　　with　201TL
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　左室造影：東芝社製AVD　analyserを用い，右

前斜位像上area－length法で左室駆出率を算出し

た．局所壁運動指数は，centerline法に基づき，

左室拡張末期像から左室収縮末期像へ100本の垂

線をおろし，前中隔壁領域（垂線番号10～50）お

よび後下壁領域（垂線番号50～90）の平均収縮率

として算出した．局所壁運動低下とは，i231－BMIPP

および2°iT心筋SPECTを施行した正常対照者20

名から算出した左室造影上標準曲線の（平均一標

準偏差）以下と定義した．

　なお，左室造影像の壁運動低下部位とSPECT

像の区画数が異なるため，以下のように対応させ

た．左室造影像の前中隔壁領域は，左前下行枝領

域であるSPECT像の前壁・心尖部・中隔壁を加

えた領域とし，後下壁領域は右冠動脈領域である

Table　l　Segmental　comparison　between　l231－BMIPP

　　　　and　201Tl　image　at　rest

i231．BMIPP

　　　　　集積低下
正常集積　　　　　　　　　　　　計
　　　軽度中程度高度

後壁と左回旋枝領域の側壁を加えたものとした．

　統計解析：計算値は（平均±標準偏差）で表示し

た．有意差検定はstuden“－test，　paired　t－testおよ

びX2検定および一時回帰分析を用い，　p＜0．05を

有意と判定した．

IV．結　　果

　　正常集積

　　軽度集積低下
2°IT1中程度集積低下

　　高度集積低下

15　　27　　　4

1　　20　　　6

0　　　4　　12
0　　　0　　　1

0　　46

0　　27

6　　22

4　　　5

十’言
ロ 16　　　　51　　　23　　　10　　100

1231－BMIPP　uptake　was　decreased　compared　to　201T1

（discordanりin　1　2　patients（60％）and　in　49／100　myocardial

segments（49％）．

　1）ml・BMIPP像と2°iTl像の比較

　i231－BMIPP後期像で再分布は20例中6例に認

められたが，2°IT1像で再分布を認めた症例は20

例中2例と少なかった．そのため，1231－BMIPPで

は初期像を，201Tl像では後期像を用いて検討し

た．

　1231－BMIPP像の集積低下部位は，1231－BMIPP初

期像では84領域（extent・score・O．18±0．Og，　severity

score　1．01±1．05），2°iTl後期像では54領域（extent

score　O．08±0．09，　severity　score　O．40±0．70）で，1231－

BMIP像の集積低下は2°in像に比し，有意に大で

あった（P＜0．01，Fig．2）．なお，　i231－BMIPPと201Tl

の視覚的一致率は51％であった（Table　1）．

　2）集積低下部位と冠攣縮部位との関係

　1231－BMIPP初期像の集積低下部位と，冠攣縮部

位の一致率は，75％（63／84）であり，201Tl像の

28％（15／54）に比し，有意に高値であった（p＜

0．01）．また，1231－BMIPP像の集積低下部位と冠攣

縮部位の一致率は，後下壁領域で前中隔壁に比し

低下していた（Table　2）．

Table　2 Relation　between　segmental　decreased　uptake　and　regional　coronary　artery　spasm

　　　　　　　in　i231－BMIPP　and　20｜Tl　image
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The　incidence　of　a　complete　agreement　of　decreased　i231－BMIPP　uptake　and　coronary　artery　spasm　was　significantly

higher（75％）than　that　in　201Tl（28％）．

Presented by Medical*Online
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　3）集積低下部位と壁運動低下部位の関係

　左室造影上の左室駆出率，局所壁運動指数と

2°i”後期像のextent・score，　severity　scoreには有意

な関係は認めなかった．

Severity
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Fig．3Correlation　between　l231－BMIPP　severity　score

　　　and　regional　wall　motion　index．　Severity　of

　　　regional　wall　motion　abnormality　was　signifi－

　　　cantly　correlated　with　severity　score　of　l231－

　　　BMIPP（p〈O．01）．

　局所壁運動指数と1231－BMIPP像のseverity　score

とは，有意な負の相関関係を認めた（r＝－056，

p＜0．Ol，Fig．3）．

　局所壁運動低下部位を前中隔壁と後下壁に二分

すると，壁運動低下を有する症例は，20例中12

例存在した．そのうち9例（9／12，75％）に1231－

BMIPP集積低下が，4例（4／12，33％）に201Tl像集

積低下が一致して認められた．

　4）1231－BMIPP初期像の集積低下程度と心筋虚

　　血発作時期との関係

　1～2錠のニトロ舌下で改善しない，非常に激

烈な胸痛を，虚血発作と定義した．最新の虚血発

作時期を3か月，1年で区切り，20症例を3群

に分類した．3群のextent　score，　severity　scoreは

Fig．4に示すごとく，最新虚血発作が近い症例ほ

ど，t231－BMIPPの集積低下度が大きい傾向にあ

り，A群のseverity　scoreは，　C群に比し有意に

高値を示した（p＜0．05）．

　5）1231・BMIPP像のwashout・rateの検討

　冠攣縮部位，非冠攣縮部位および正常例におけ

るt231－BMIPP像のwashout・rateについて検討し
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Fig．4Comparison　of　decreased　i231－BMIPP　uptake　in　3　groups　using　extent　score　and

　　　severity　score．　Twenty　patients　with　vasospastic　angina　were　divided　into　3　groups　by

　　　the　period　of　the　latest　ischemia．　Seven　patients（group　A）complained　severe　chest

　　　pain　within　3　months，8patients（group　B）within　l　year，　and　5　patients（group　C）

　　　more　than　l　year　ago．　The　severity　score　in　group　A　was　significantly　1arger　than　that

　　　in　group　C（p＜0．05）．
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Fig．5　Myocardial　scintigrams　for　49－ycar－old　male　patient　with　vasospastic　angina．　A：Short

　　　axia“omograms　inearly　image　with　t231－BMIPP．　B：Short　axiahomograms　indelayed

　　　image　with　1231－BMIPP．　C：Bull’s　eye　images　in　early．　dclaycd　and　the　extcnt　map　with

　　　ロil－BMIPP；　D：Bulrseye　imagcs　in　early，　delayed，　and　thc　extent　map　with　2（）ITI；E：

　　　Qrcumferential　and　washout　ratc　curve　in　the　slice　of　mid－vcntricle　with　l2、1－BMIPP．

　　　The　decreased　l2、1－BMIPP　uptake　is　larger　than　thaωf　2｛［ITL　and　seems　to　more

　　　precisely　agree　with　the　asynergic　segments．　Late　redistribution　in　delayed　image　with

　　　｜211－BMIPP　was　seen　in　the　anteroapical　region．　And　the　washout　rate　in　antcroapical

　　　region　was　significantly　lower　than　the　others（p＜0．05）．

た．冠攣縮24枝領域の平均washout　rateは28±

6％，非冠攣縮36枝領域では34±8・／。，正常者20

名では37±7％であり，3群間には有意差を認め

なかった．

　i231－BMIPP後期像で20例中6例に再分布が認

められたが，6例すべてに冠攣縮が認められた．

この冠攣縮6枝領域の平均washout　rateは25±

3％であり，非冠攣縮領域や正常者に比し有意に

低値であった（p＜0．05）．また，この再分布を有す

る冠攣縮6枝領域の局所壁運動指数（35±0．9°／。）

は，他の冠攣縮領域に比し有意に低下していた

（4．8±L3％p＜0．05）が，最終心筋虚血発作からの

期間とは有意な関係は認められなかった．

　6）症例呈示

　T．T．49歳，男性

　左前下行枝segment　7の冠攣縮と，左室前壁の

局所壁運動低下を認めた症例の，i231－BMIPP・

2°ITI像の初期・後期の短軸断層像，　bul1’s　eye　map，

circumferential　curveとwashout　rateをFig．5に示

す．
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　1231－BMIPP初期像では，心尖部から前中隔壁に

かけて集積低下し（extent　score　O．37，　severity　score

2．87），後期像では同部位と後下壁の一部にも再分

布を認めた．2°iTl後期像（extent・score・O．21，sever－

ity　score　1．17）に比べると，123　1－BMIPP像の集積低

下度が有意に高度であった．左室中央部から心尖

部に近いスライスでのcircumferential・curveでは，

前壁から心尖部で集積が低下し，同部位のwash－

out・rateは25％と，正常集積部位（40％）に比べる

と明らかに低値であった．

V．考　　察

　本検討では，i231－BMIPP初期像の集積低下は20

例全例で認められ，2°1Tl後期像と比較すると，定

量化したextent・scoreおよびseverity　scoreとも1231－

BMIPP像で有意に大であった．このような2°ITl

像とi231－BMIPP像とのミスマッチが，冠攣縮性狭

心症において存在することが明らかになった．

　2°iTl後期像とi231－BMIPP初期像とのミスマッチ

20例中15例では，1231－BMIPP初期像での集積低

下部位と冠攣縮部位は一致していることより，

i231－BMIPP心筋SPECTは，2°iTlよりも鋭敏に冠

攣縮による心筋障害を反映する可能性が示唆され

た．

　なお，1231－BMIPP集積低下と冠攣縮一致部位の

うち6例でi231－BMIPP後期像で同部位に再分布

を認めた．同部位のwashout・rateが他の部位より

も有意に低下していることより，i231－BMIPP後期

像の再分布現象については，実際の集積低下部位

での脂肪酸代謝の遅れ（washoutの遅延）が主原因

であり，これに冠攣縮に起因する血流遅延による

因子が関連しているものと考えられた．また，同

部位での局所壁運動は他の冠攣縮部位に比し，有

意に低下していることより，i231－BMIPP後期像で

再分布を呈する部位はきわめて高率に心筋障害を

合併すると考えられた．

　次に，左室壁運動低下を示す症例は，20例中

12例であり，i231－BMIPP初期像での集積低下部位

と左室壁運動低下部位が一致したのは9例であっ

た．さらに，虚血発作時期が新しいほど，12牛

BMIPP集積低下度が大きいという結果から推測

すると，虚血後の時間経過につれて心筋障害が改

善する可能性が考えられた．すなわち，2°1Tl像と

t231－BMIPP像のミスマッチ領域は，心筋血流は改

善しているが左心機能や代謝の異常が残存する

stunned　myocardium5）を反映している可能性が高

いと思われた．

　また，13NH3，　i8FDGの代謝血流ミスマッチが認

められた領域に，2°i”とt231－BMIPPとのミスマッ

チが認められたとの報告8）や，i231・－BMIPP集積低

下が心筋内のATPの低下とよく相関するという

実験的な報告11）もある．よって，2°1T1像と1231－

BMIPP像とのミスマッチ領域は，脂肪酸代謝か

らブドウ糖代謝へと移行した虚血心筋を示したも

のと考えられ，この点で1231－BMIPPは心筋のエネ

ルギーおよび代謝異常を鋭敏に反映し，心筋vi－

abilityを評価できる可能性も示唆された12・13）．

VI．結　　語

　1231－BMIPP心筋SPECTは，集積低下度の定量

化やwashout　rateを利用することにより，冠攣縮

性狭心症の診断，責任冠動脈の同定および局所壁

運動低下の合併など重症度把握の面で有用である

と思われた．
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Summary

Evaluation　of　MyocardiaR　1）amage　Using　iasl・BMIPP　lmaging

　　　　　　　　　　　　　in　Patients　with　Vasospastic　Angina

Mitsunori・ABE，　Tadafumi　JoH，　Yuji　HARA，　Kei　HAsHIDA，

　　　　　　　　Yasushi　KoYAMA　and　Yukio　KAzATANi

Depart〃ient　ofl〃’θ％～〃edicine，亙hi〃ie　Prefectural　Cen’ralコHospital

　　The　purpose　of　this　study　is　to　determine　whether

left　ventricular　dysfunction　following　coronary　artery

spasm　by　i231－BMIPP　myocardial　imaging．　To　reveal

the　clinical　efficacy　of　’231－BMIPP　SPECT，20　patients

with　vasospastic　angina　were　studied　using　resting，3－

hour　delayed　image　with　i231－BMIPP　and　exercise，3－

hour　delayed　image　with　201Tl　SPECT．

　　1231－BMIPP　uptake　was　decreased　compared　to　20iTl

（discordant）in　12patients（60％）and　in　491100　myo－

cardial　segments（49％）．　The　extent　and　severity　score

in　resting　image　with　l231－BMIPP　were　significantly

larger　than　that　in　delayed　image　with　201T1（p＜0．01）．

In　i231－BMIPP　SPECT，　the　severity　score　in　the　latest

ischemia　were　significantly　larger　than　that　in　others．

The　incidence　of　a　complete　agreement　of　decreased

1231－BMIPP　uptake　and　coronary　artery　spasm　was　sig－

nificantly　higher（75％）than　that　in　201Tl（28％，　p＜

0．01）．Furthermore，　compared　to　201Tl　uptake，　de－

creased　i231－BMIPP　uptake　much　more　corresponded

to　reduced　wall　motion　in　9　of　patients　with　mismatch－

ing．　The　severity　of　regional　wall　motion　abnormality

was　significantly　correlated　with　severity　score　of　l231－

BMIPP．　Late　redistribution　in　delayed　image　with　i231－

BMIPP　was　seen　in　6　patients．　The　regional　washout

rate　and　the　severity　of　regional　wall　motion　abnor－

mality　in　6　patients　was　significantly　lower　than　that　in

others（p＜0．05）．　Thus，　metabolic　abnormality　as－

sessed　by　1231－BMIPP　is　well　associated　with　left　ven－

tricular　asynergy　and　spastic　region　in　patients　with

vasospastlc　anglna・

　　In　conclusion，1231－BMIPP　SPECT　may　sensitively

delineate　the　impaired　myocardium　following　coro－

nary　artery　spasm，　and　it　is　very　usefuいn　diagnosing

and　estimating　the　severity　of　vasospastic　angina．

　　Key　words：　Vasospastic　angina，1231－BMIPP

myocardial　scintigraphy，　Myocardial　damage，

Stunned　myocardium．
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